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▼受診申し込み・問い合わせ…健康係　内線 3172～3174

 

 

検診名 対象者
検診料金(年齢は平成25年度末年齢)

70歳未満 70歳以上、長寿医療加入者
胃がん検診 35歳以上の市民 1,400円 500円
大腸がん検診 35歳以上の市民    600円 200円

乳がん検診 40歳以上の女性 1,900円(40歳代)
1,300円(50歳以上) 400円

子宮頸がん検診 20歳以上の女性 1,300円 400円
肺がん検診 40歳以上の市民    500円 200円
前立腺がん検診 50歳以上の男性    500円 200円

がん検診
受け忘れていませんか？

　平成25年度のがん検診が４月から始まります。検診の日程は、この広報紙と一緒に全戸配布する｢平成25

年度成人検診のお知らせ｣をご覧ください。

　検診受診通知書は、あらかじめ市の検診を希望している人に送付していますが、新たに検診を希望する人

や、過去に｢通知不要｣と申し出た人で再度市の検診を希望する人は、健康係まで連絡してください。一度申

し込みいただければ、次回以降はその都度申し込まなくても通知書を送付します。

　なお、検診の種類と対象となる人は以下のとおりです。

　※乳がん・子宮がん検診は隔年実施で、25年度は和暦で奇数(平成は偶数)年生まれの人が対象です。

　岩手県中部保健所では、こころの病気・うつ病・眠れない・イライラして落ち着かない・不安が強い・認

知症・アルコールによる問題・自殺などについて悩んでいる本人またはその家族などを対象に、精神科医師

による専門相談を行っています。

　相談できる人数に限りがありますので、あらかじめ、電話・来所による予約が必要です。

○相談会場・日程

○当面の日程　　花巻会場：４月17日(水)、５月15日(水)、６月19日(水)

　　　　　　　　北上会場：４月３日(水)、６月５日(水)

　　　　　　　　遠野会場：５月２日(木)

○予約先・問い合わせ　　中部保健所保健課　　　☎0198-22-2331

　　　　　　　　　　　　中部保健所北上分室   　☎0197-65-2732

★岩手県中部保健所では、こころの健康相談(無料)を行っています★

こころの健康相談(精神保健相談)のご案内

花巻会場 北上会場 遠野会場

会場
花巻地区合同庁舎２階 北上地区合同庁舎１階 遠野地区合同庁舎

花巻市花城町1-41
0198-22-2331

北上市芳町2-8
0197-65-2732

遠野市六日町1-22
0198-62-9935

日程 毎月第３水曜日 隔月(偶数月)第１水曜日 隔月(奇数月)第１木曜日
受付時間 14:00～16:00 13:30~15:30 13:30～15:30
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※休日当番医などは変更になることがあります。あらかじめ電話
で確認の上、保険証をお持ちください。

日曜日当番整骨院(9:00～17:00）

※３週目以外の日曜日には開院している歯科があります。とき 歯　　科

４/21
(日)

あかさか歯科クリニック
花園町2-5-15            63-3461

休日当番歯科(9:00～12:00）

休日当番薬局(9:00～17:00）
とき 薬　　局 薬　　局

３/24
(日)

すずらん薬局
北鬼柳22-36-11                    61-2277

おおぞら薬局
柳原町4-15-29                      65-2202

中央調剤薬局県立中部病院前支店
村崎野17-22-1　　　　   68-4976

３/31
(日)

ツルハドラッグ大堤店
大堤南1-1-24　　          　  67-6324

おおぞら薬局
柳原町4-15-29                      65-2202

さくら薬局北上村崎野店
村崎野17-170-2                    81-4545

４/７
(日)

ほのぼの薬局
相去町相去51                        71-2727

くるみ薬局
上江釣子16-151-1               72-5017

フォレスト薬局北上店
村崎野17-171                        66-7121

４/14
(日)

アイン薬局北上店
村崎野17-172-1                    71-1780

つくし薬局大堤店
大堤北1-6-30　　　　       67-0211

４/21
(日)

中央調剤薬局県立中部病院前支店
村崎野17-22-1　　　　   68-4976

４/28
(日)

あい薬局堤ケ丘店
堤ケ丘1-9-8　                        61-0188

ニコニコ薬局
中野町1-10-29                      65-5551

さくら薬局北上村崎野店
村崎野17-170-2　　　     81-4545

４/29
(月)

かたくり薬局
大通り4-3-1                          61-3351

きたかみ中央薬局
さくら通り2-2-28　　       65-7550

フォレスト薬局北上店
村崎野17-171                        66-7121

とき 内科系 外科系

３/24
(日)

日高見中央クリニック
北鬼柳22-46                 　     61-0888

まゆみ皮フ科クリニック
柳原町4-15-26　　        　61-5220

３/31
(日)

いしかわ内科クリニック
大堤南1-1-25　　　　　   67-2288

ささもり耳鼻咽喉科医院
柳原町3-11-16　                 64-6644

４/７
(日)

立正堂医院
相去町西野32-1　  　　     67-2708

菅整形外科医院
上江釣子16-51-2     　　   77-5110

４/14
(日)

さくらの内科クリニック
大曲町7-20　　　　           61-5060

千田クリニック
大堤北1-5-8　　　               71-2455

４/21
(日)

中島医院
中野町3-2-8　　                  65-6151

渕澤脳神経外科クリニック
鍛冶町2-14-40　                 63-6321

４/28
(日)

かさい睡眠呼吸器クリニック
堤ケ丘1-9-32               　    61-6590

小川医院中野町クリニック
中野町1-9-28　　        　  63-2939

４/29
(月)

とどり小児科医院
大通り4-3-5　　　　　　　   64-1603

いわぶち脳神経クリニック
さくら通り2-2-25               65-3661

休日当番医(9:00～17:00）

とき 施術所

３/24
(日)

大河原整骨院
本通り3-1-26               65-0104

３/31
(日)

佐藤整骨院
大通り1-6-8                  63-3725

４/ 7
(日)

大和接骨院
常盤台1-20-1               63-8611

予防接種に関するお知らせ

ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンは４月以降も無料接種できます!!

　市はこれまで、２カ月～５歳未満のお子さんのヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンについて、平成24年度末ま

で無料接種としていましたが、25年度以降も続けて無料で接種できることになりました。

※これまで、ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンについては、希望するお子さんが受けるこ

とができる任意接種でしたが、来年度以降はＢＣＧや４種混合ワクチンなどと同様、国

が接種を推奨している定期接種となる予定です。

※ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン同様、子宮頸がん予防ワクチンについても平成25年

度から国が接種を推奨する定期予防接種になる予定です。子宮頸がん予防ワクチンの

25年度以降の接種対象の人には改めて検診受診通知書を送付します。

とき 施術所

４/14
(日)

髙橋整骨院
下江釣子11-53-1        73-5170

４/21
(日)

土川整骨院
上江釣子19-61　        77-3239

４/28
(日)

きくち整骨院
村崎野24-20-16          66-5321

とき 歯　　科

４/29
(月)

あさひ歯科医院
上江釣子17-93         77-2386

　24年度内に、対象のお子さんに送付したヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン接種通知書には、

｢この事業は平成24年４月１日から25年３月31日までの事業です。この間に接種する費用を無料とします。｣

との記載がありますが、平成25年４月１日以降も接種スケジュールが続くお子さんについては、

既にお持ちの通知書をそのまま使い続けることができます。

▼問い合わせ…健康係　内線 3172～3174


